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セット番号 テーマ 書　名 著　者 出版者

1 未就学児おすすめ① ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店

だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社

ちいさなくれよん 篠塚かをり 金の星社

どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ ポプラ社

はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社

2 未就学児おすすめ② グリーンマントのピーマンマン さくら　ともこ 岩崎書店

だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社

へんしんトンネル あきやま　ただし 金の星社

もったいないばあさん 真珠まりこ 講談社

わにわにのおふろ 小風さち 福音館書店

3 食べるの大好き① おおきなかぶ ロシア民話 福音館書店

からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社

ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版

どうぞのいす 香山　美子 チャイルド本社

ひつじぱん あきやま　ただし すずき出版

4 おでかけ大好き① あめのひのえんそく 間瀬なおかた チャイルド本社

にゃーご 宮西　達也 すずき出版

ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本　四郎 チャイルド本社

のりものいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ ポプラ社

いただきバス 藤本ともひこ すずき出版

5 動物大活躍① ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社

ぴっけやまのおならくらべ かさい　まり チャイルド本社

ぴょーん まつおか　たつひで ポプラ社

ぼくのくれよん 長　新太 講談社

もりのおふろ 西村　敏雄 福音館書店

6 やさしい気持ち① すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社

ちいさなきいろいかさ にしまき　かやこ 金の星社

ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版

どうぞのいす 香山　美子 チャイルド本社

にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社

7 食べるの大好き② ありとすいか たむら　しげる ポプラ社

おおきなかぶ ロシア民話 福音館書店

グリーンマントのピーマンマン さくら　ともこ 岩崎書店

ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店

ひつじぱん あきやま　ただし すずき出版

8 がんばる気持ち① えらいえらい ますだ　ゆうこ そうえん社

ちいさなくれよん 篠塚かをり 金の星社

ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社

へんしんトンネル あきやま　ただし 金の星社

よかったねネッドくん レミー・シャーリップ 偕成社
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9 食べるの大好き③ からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社

ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店

たからものはなあに？ 吉田　隆子 金の星社

はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社

よくばりすぎたねこ さとう　わきこ メイト

10 未就園児おすすめ① きんぎょがにげた 五味　太郎 福音館書店

だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社

だるまさんの かがくい　ひろし ブロンズ新社

どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ ポプラ社

ぴょーん まつおか　たつひで

11 乗り物大好き① いただきバス 藤本ともひこ すずき出版

ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ほるぷ出版

グレート・ワンダーシップへようこそ！ 五味　太郎 偕成社

せんろはつづく 竹下　文子 金の星社

のりものいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ ポプラ社

12 夏に読みたい① ありとすいか たむら　しげる ポプラ社

ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい ポプラ社

とべバッタ 田島　征三 偕成社

ねずみのかいすいよく 山下　明生 チャイルド本社

へんしんトンネル あきやま　ただし 金の星社

13 夏に読みたい② ありとすいか たむら　しげる ポプラ社

あるのかな 織田　道代 すずき出版

グレート・ワンダーシップへようこそ！ 五味　太郎 偕成社

すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社

ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい ポプラ社

14 夏に読みたい③ ありとすいか たむら　しげる ポプラ社

グレート・ワンダーシップへようこそ！ 五味　太郎 偕成社

ぞうのはな 内山　晟 チャイルド本社

ここがせかいいち！ チャイルド本社

ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい ポプラ社

15 冬に読みたい① いつもいっしょに こんの　ひとみ 金の星社

こわ～いはなし せな　けいこ すずき出版

だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社

まどから　おくりもの 五味　太郎 偕成社

もりのおふろ 西村　敏雄 福音館書店

16 冬に読みたい② くまのコールテンくん ドン・フリーマン 偕成社

こわ～いはなし せな　けいこ すずき出版

だいすきっていいたくて カール・ノラック ほるぷ出版

ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社

まどから　おくりもの 五味　太郎 偕成社
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17 食べるの大好き④ ありとすいか たむら　しげる ポプラ社

おおきなかぶ ロシア民話 福音館書店

からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社

はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社

もったいないばあさん 真珠まりこ 講談社

18 言葉あそび① あるのかな 織田　道代 すずき出版

しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 すずき出版

だじゃれ日本一周 長谷川　義史 理論社

へんしんトンネル あきやま　ただし 金の星社

よかったねネッドくん レミー・シャーリップ 偕成社

19 大好きな気持ち① おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社

くまのコールテンくん ドン・フリーマン 偕成社

だいすきっていいたくて カール・ノラック ほるぷ出版

ともだちや 内田　麟太郎 偕成社

モチモチの木 斎藤　隆介 岩崎書店

20 友だちっていいな① くまのコールテンくん ドン・フリーマン 偕成社

すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社

ともだちや 内田　麟太郎 偕成社

にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社

ゆうたはともだち きたやま　ようこ あかね書房

21 友だちっていいな② くまのコールテンくん ドン・フリーマン 偕成社

すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社

ともだちや 内田　麟太郎 偕成社

もりのかくれんぼう 末吉　暁子 偕成社

ゆうたはともだち きたやま　ようこ あかね書房

22 友だちっていいな③ くまのコールテンくん ドン・フリーマン 偕成社

すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社

にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社

もりのかくれんぼう 末吉　暁子 偕成社

ゆうたはともだち きたやま　ようこ あかね書房

23 家族っていいな① おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社

からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社

だいすきっていいたくて カール・ノラック ほるぷ出版

ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社

ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン 瑞雲舎

24 がんばる気持ち② おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社

くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆ子 福音館書店

ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社

へんしんトンネル あきやま　ただし 金の星社

よかったねネッドくん レミー・シャーリップ 偕成社
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25 がんばる気持ち③ おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社

くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆ子 福音館書店

とべバッタ 田島　征三 偕成社

へんしんトンネル あきやま　ただし 金の星社

よかったねネッドくん レミー・シャーリップ 偕成社

26 キーワードは木① おおきなきがほしい さとう　さとる 偕成社

からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社

くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆ子 福音館書店

めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子 福音館書店

もりのかくれんぼう 末吉　暁子 偕成社

27 自然のなかで① からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社

ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい ポプラ社

とべバッタ 田島　征三 偕成社

花さき山 斎藤　隆介 岩崎書店

もりのかくれんぼう 末吉　暁子 偕成社

28 自然のなかで② おおきなきがほしい さとう　さとる 偕成社

かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社

きつねのでんわボックス 戸田　和代 金の星社

花さき山 斎藤　隆介 岩崎書店

もりのかくれんぼう 末吉　暁子 偕成社

29 どきどきわくわく① ちゅーちゅー 宮西　達也 すずき出版

ともだちや 内田　麟太郎 偕成社

にゃーご 宮西　達也 すずき出版

へんしんトンネル あきやま　ただし 金の星

よかったねネッドくん レミー・シャーリップ 偕成社

30 宮西達也の大型絵本 おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社

ちゅーちゅー 宮西　達也 すずき出版

にゃーご 宮西　達也 すずき出版

はらぺこおおかみとぶたのまち 宮西　達也 すずき出版

ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 宮西　達也 すずき出版

31 うんこの大型絵本 うんこダスマン 村上　八千世 ほるぷ出版

がっこうでトイレいいけるかな 村上　八千世 ほるぷ出版

32 １００かいだてシリーズ １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社

ちか１００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社

33 斎藤隆介の大型絵本 花さき山 斎藤　隆介 岩崎書店

半日村 斎藤　隆介 岩崎書店

ひさの星 斎藤　隆介 岩崎書店

モチモチの木 斎藤　隆介 岩崎書店

34 おばけがいっぱい おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ ほるぷ出版

おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社

おばけのバーバパパ アネット＝チゾンとタラス＝テイラー 偕成社

こわ～いはなし せな　けいこ すずき出版

すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社
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35 おおかみ登場！！ きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西　達也 すずき出版

ともだちや 内田　麟太郎 偕成社

ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村　泰子 ポプラ社

ふしぎなキャンディーやさん 宮西　達也 金の星社

ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 宮西　達也 すずき出版

36 ねずみがいっぱい いただきバス 藤本ともひこ すずき出版

ちゅーちゅー 宮西　達也 すずき出版

ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社

ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本　四郎 チャイルド本社

ねずみのでんしゃ 山下　明生 チャイルド本社

37 ぼくらはみんな生きている うんぴ・うんにょ・うんち・うんこ 村上　八千世 ほるぷ出版

かばくん 岸田　衿子 福音館書店

しっぽのはたらき 川田　健 福音館書店

ぞうのはな 内山　晟 チャイルド本社

ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい ポプラ社

38 大きいってすごい！！ おおきなきがほしい さとう　さとる 偕成社

きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店

グレート・ワンダーシップへようこそ！ 五味　太郎 偕成社

ここがせかいいち！ チャイルド本社

つきよのくじら 戸田　和代 すずき出版

39 小さいけれど主役です！ こすずめのぼうけん ルース・エインズワース 福音館書店

ちいさなくれよん 篠塚かをり 金の星社

ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン 瑞雲舎

ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版

ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社


